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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 6,032 △1.1 565 △16.5 571 △16.5 303 △9.5

21年3月期第3四半期 6,101 ― 676 ― 684 ― 335 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 30.44 ―

21年3月期第3四半期 33.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 11,081 9,387 84.7 946.75
21年3月期 10,923 9,340 85.5 930.73

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,387百万円 21年3月期  9,340百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

18.00 18.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,406 1.9 726 1.4 740 1.3 435 20.9 43.63
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 10,309,200株 21年3月期  10,309,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  393,272株 21年3月期  273,072株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期  9,979,505株 21年3月期第3四半期 10,085,070株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な
要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済対策効果などにより、一部回復の兆しがあるものの、

厳しい雇用情勢や所得環境の改善がみられず個人消費も回復しないなど、景気の先行きは不透明な状況で推移しまし

た。 

当社が属する教育サービス業界におきましても、従来からの少子化の流れに加え、昨今の受験情勢の変化、経済不

況の影響による入塾時期の先送り、顧客一人当たりの取得講座数の減少傾向が依然として続いており、他社との生徒

獲得競争は一段と激しさを増しております。 

このような環境の中、当社単独で開発したインターネットを利用した遠隔授業システムの「E-Lecture」やＩＴ技

術を利用したオンデマンド方式の授業配信サービス等も定着し始め、顧客に対するサービスの拡充と、集客力の強化

に取り組むことで、他社との差別化を実践してまいりました。 

また、当第３四半期における設備投資に関しては、奈良県生駒市の近鉄生駒線生駒駅南すぐの場所に（個別受験指

導部門）個別館生駒校を、神戸市東灘区のJR神戸線摂津本山駅北すぐの場所に（中学受験指導部門）進学館岡本校を

新設しました。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は、6,032百万円（前年同期比69百万円減）となり、営業利益は役

員退職慰労金打切り支給の影響額117百万円もあり565百万円（前年同期比111百万円減）、経常利益は571百万円（前

年同期比113百万円減）、当第３四半期純利益は教室移転により遊休化した自社保有物件の減損損失計上32百万円によ

り303百万円（前年同期比31百万円減）となりました。  

  

 当第３四半期会計期間末の総資産は11,081百万円となり、前事業年度末に比べ158百万円増加いたしました。流動

資産は2,421百万円となり、134百万円増加いたしました。主な要因は売掛金が増加したことによるものでありま

す。固定資産は、8,659百万円となり、前事業年度末と比較して大きな変動はありません。 

 流動負債は950百万円となり、前事業年度末と比較して大きな変動はありません。固定負債は、743百万円とな

り、前事業年度末と比べ89百万円増加いたしました。主な要因は「その他」で表示しております長期未払金の増加

によるものであります。 

なお、純資産は46百万円増加して9,387百万円となり、自己資本比率は84.7％となりました。 

（キャッシュ・フロ－の状況） 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,605百万円となり、前事業年度末と比べ21百万

円減少しました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、480百万円（前年同期に得られた資金は492百万円）となりました。これは、前

年同期に比べ、生徒数の減少による営業収入の減少や新規校舎開設に伴う人件費の増加、法人税の納付額が減少し

たことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、257百万円（前年同期に使用した資金は209百万円）となりました。これは、前

年同期に比べ、定期預金の払戻による収入の増加があったものの、差入保証金の回収による収入が減少し、有形固

定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、245百万円（前年同期に使用した資金は211百万円）となりました。これは、自

己株式の取得による支出の増加によるものであります。 

   

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 業績予想につきましては、現時点では大きな業績変動が予測されないことから、平成21年４月30日に公表いたしま

した通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

  定率法を採用している固定資産の減価償却については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、平成21年６月

23日開催の第32回定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止することが決議されました。 

 同制度の廃止に伴い、定時株主総会の日以前の在職期間分の役員退職慰労金を打ち切り支給することになりま

した。 

 なお、支給時期は、各役員それぞれの退任時とし、制度廃止時までに計上されていた役員退職慰労引当金相当

額を取り崩し、これに功労加算金を含めた金額を「長期未払金」に振り替え、固定負債「その他」に含めて表示

しております。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（３）役員退職慰労金制度の廃止
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,705,037 1,826,478

売掛金 438,128 235,271

たな卸資産 59,107 82,746

繰延税金資産 89,929 39,044

その他 136,966 110,188

貸倒引当金 △7,200 △6,100

流動資産合計 2,421,969 2,287,629

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,363,324 2,460,735

土地 3,787,131 3,803,593

その他（純額） 352,962 271,364

有形固定資産合計 6,503,419 6,535,693

無形固定資産 83,222 98,075

投資その他の資産   

投資有価証券 360,758 357,144

繰延税金資産 378,979 336,492

差入保証金 1,205,126 1,179,891

その他 128,225 128,234

投資その他の資産合計 2,073,089 2,001,763

固定資産合計 8,659,731 8,635,532

資産合計 11,081,701 10,923,161

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,945 84,459

未払法人税等 168,414 126,882

未払消費税等 63,692 52,622

賞与引当金 148,153 36,009

その他 515,502 628,239

流動負債合計 950,707 928,213

固定負債   

退職給付引当金 254,584 244,143

役員退職慰労引当金 － 325,350

その他 488,519 84,495

固定負債合計 743,103 653,989

負債合計 1,693,811 1,582,202
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667,106 1,667,106

資本剰余金 1,946,100 1,946,100

利益剰余金 6,029,083 5,905,959

自己株式 △236,810 △171,743

株主資本合計 9,405,479 9,347,422

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,589 △6,463

評価・換算差額等合計 △17,589 △6,463

純資産合計 9,387,890 9,340,958

負債純資産合計 11,081,701 10,923,161
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,101,658 6,032,573

売上原価 4,638,938 4,656,042

売上総利益 1,462,720 1,376,531

販売費及び一般管理費 786,230 811,524

営業利益 676,489 565,006

営業外収益   

受取利息 3,465 1,208

受取配当金 1,960 2,230

受取手数料 1,760 －

雑収入 2,287 6,622

営業外収益合計 9,474 10,060

営業外費用   

支払手数料 344 －

投資事業組合運用損 1,126 1,689

有価証券売却損 － 134

雑支出 233 2,207

営業外費用合計 1,703 4,032

経常利益 684,259 571,035

特別利益   

受取保険金 1,183 －

固定資産売却益 － 57

特別利益合計 1,183 57

特別損失   

訴訟関連損失 1,722 －

店舗閉鎖損失 4,778 －

投資有価証券評価損 100,755 －

減損損失 － 32,862

その他 1,500 8,899

特別損失合計 108,755 41,761

税引前四半期純利益 576,687 529,331

法人税、住民税及び事業税 351,375 311,316

法人税等調整額 △110,168 △85,759

法人税等合計 241,207 225,556

四半期純利益 335,479 303,774
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 6,175,781 6,105,919

原材料又は商品の仕入れによる支出 △118,951 △104,813

人件費の支出 △2,680,814 △2,863,758

その他の営業支出 △2,504,550 △2,368,932

小計 871,465 768,415

利息及び配当金の受取額 8,811 4,453

その他の収入 4,973 6,266

その他の支出 △3,460 △5,286

法人税等の支払額 △389,317 △292,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 492,472 480,970

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △200,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △259,708 △315,416

無形固定資産の取得による支出 △3,028 △5,311

差入保証金の差入による支出 △25,183 △38,493

差入保証金の回収による収入 282,538 10,622

預り保証金の受入による収入 － 10,333

投資有価証券の取得による支出 － △25,900

投資有価証券の売却による収入 － 100

貸付金の回収による収入 570 5,120

その他の支出 △5,111 △1,134

その他の収入 － 2,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,923 △257,381

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △181,529 △179,962

自己株式の取得による支出 △29,937 △65,066

その他の固定負債の増減額（△は減少） 95 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △211,371 △245,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 71,176 △21,440

現金及び現金同等物の期首残高 2,326,806 1,626,478

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,397,982 1,605,037
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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生産、受注及び販売の状況  

 （１）事業部門別生徒数の状況 

  

（２）事業部門別売上の状況 

（注）１．生徒数は、第３四半期会計期間末現在の在籍人数を記載しております。  

２．（総合教育部門）は、アナップ、サイエンスラボ、こどもカレッジ、ＬＥＣ（レゴ エデュケーション セ

ンター）、E-Lecture（インターネットレッスン）の運営及び利用権の販売によるものであります。 

３．（その他）は、予備校等の運営ノウハウの販売、不動産の賃貸によるものであります。 

４．売上高には、消費税等は含まれておりません。   

６．その他の情報

 事業部門別  

前第３四半期会計期間末 

（平成20年12月31日）  

当第３四半期会計期間末 

（平成21年12月31日）  

生徒数（人）   生徒数（人）   

 小・中学部 

 （中学受験指導部門） 

進学館    2,295 2,300

 （高校受験指導部門） 

開進館  4,773 4,519

 （大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程   1,168 1,078

 高校部 
 （大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程   5,126 4,845

 その他  

 （個別受験指導部門） 

個別館      4,944 4,974

 （総合教育部門）   
2,248 2,178

 （その他）    
－ －

 合 計   
20,554 19,894

 事業部門別  

前第３四半期累計期間 

 （自 平成20年４月１日  

 至 平成20年12月31日）  

当第３四半期累計期間 

 （自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日） 

売上高（千円）   売上高（千円） 

 小・中学部 

 （中学受験指導部門） 

進学館    782,556 795,050

 （高校受験指導部門） 

開進館  1,308,410 1,258,219

 （大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程   319,449 292,448

 高校部 
 （大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程   1,904,966 1,863,652

 その他  

 （個別受験指導部門） 

個別館      1,451,572 1,464,015

 （総合教育部門）   
258,409 246,252

 （その他）    
76,293 112,934

 合 計   
6,101,658 6,032,573
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